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要旨 

 
 現在，各種データをスポーツ中にリアルタイムに取得できるデバイスが普及しているが，個人レベルで入
手可能な呼気分析による各種データをリアルタイムで取得できる安価なデバイスは普及しているとは言いが
たい．呼気分析によって酸素摂取量(VO2)や消費エネルギーの高精度な推定など，有用なデータの取得が可
能になれば，個人でのより定量的な能力測定やCOVID-19によって注目が高まるインドアトレーニングな
ど，様々な場面での利用が期待できる．本研究では入手が容易な安価なマイコンと汎用センサーを用いて，
個人レベルで利用できるリアルタイム呼気分析を行うことができるデバイス(呼吸代謝測定装置)を製作し，
その精度や有用性を検証する． 
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1 背景 
 近年，小型軽量かつ安価なウェアラブルデバイス
でスポーツ中の様々なデータをリアルタイムに測
定・記録することが可能になった．特に持久系スポ
ーツにおいては，様々なデータを記録し、トレーニ
ングに活用することが普及している．  
 一方で，呼気分析によって得られる各種データを
測定するデバイスは，個人レベルで使用できる安価
なものが普及するには至っていない．呼気分析によ
って得られる酸素摂取量は，運動強度を表すMETs
や体重あたりの酸素摂取量の最大値を表すVO2Max
など，健康目的の運動からハードなトレーニングま
で，幅広いレベルで多くの人々が利用している．現
在推定値でしか得られないこれらの値を呼気分析
から直接測定することができれば，そのデータをよ
り安全な運動や効率的なトレーニングに役立てる
ことが可能になるだろう．そこで，本研究では個人
レベルで利用可能な呼気分析を行うことができる
デバイス(呼吸代謝測定装置)を，安価なマイコンと
汎用センサーを用いて製作する． 
 また， COVID-19によって，スポーツの在り方も
変化を受けている．大人数で集まって行うようなト
レーニングが行えなくなった一方で，自宅などに居
ながらにしてインターネット経由で世界中の人々
と競技ができるインドアスポーツは急速な盛り上
がりを見せている．移動を伴わないインドアスポー
ツはスポーツセンシングとの相性も良く，呼気分析
の需要は今後高まっていくことだろう．本研究は，
そのような新たなスポーツの在り方に役立つ新た
なデバイスを製作することを目的とする． 
 
2 計算 
2.1 酸素摂取量測定の原理 
 酸素摂取量𝑽𝑶𝟐は単位時間あたり(多くの場合1分

間値が用いられる)に身体に取り入れられた酸素の
量を表す値である．よって，吸気中酸素量𝑽𝑰𝑶𝟐と呼
気中酸素量𝑽𝑬𝑶𝟐の差が酸素摂取量となる．吸気中
酸素量，呼気中酸素量は，それぞれ吸気中酸素濃度
𝑭𝑰𝑶𝟐と呼気中酸素濃度𝑭𝑬𝑶𝟐を用いて式1のように
表せる． 

𝑽𝑶𝟐 = (𝑽𝑰 × 𝑭𝑰𝑶𝟐) − (𝑽𝑬 × 𝑭𝑬𝑶𝟐) (𝟏) 
 
 よって，酸素摂取量は吸気中酸素量と呼気中酸素
量を測定することにより求められる．しかし，実際
には呼気の分析のみで酸素摂取量を求めることが
できる． 
 
2.2 窒素補正 
 呼気の分析のみで酸素摂取量を求めるためには，
窒素は代謝に使われないため，身体に吸収されない
という性質を利用する．この性質から，酸素摂取量
は式2のように表すことができる． 
 

𝑽𝑶𝟐 = 𝑽𝑬 × *
𝐹$𝑁%
𝐹&𝑁%

× 𝑭𝑰𝑶𝟐 − 𝑭𝑬𝑶𝟐- (𝟐) 

/酸素摂取量0 = /呼気量0 × /酸素摂取量%0 (3) 
 
 つまり，式2は，酸素摂取量は呼気量と酸素摂取

率の積で表されることを示している．式2の右項の， 
 

𝐹$𝑁%
𝐹&𝑁%

× 𝑭𝑰𝑶𝟐 (𝟑) 

 
 式3の部分は，「窒素は代謝に使われないため，吸
気と呼気中の窒素の量は変わらない」という特性を
利用して，吸気中の酸素濃度を呼気量に相当した酸
素濃度に換算していることを意味している．このよ



うな換算を窒素補正と呼ぶ． 
 呼気中窒素濃度は，呼気中酸素濃度と呼気中二酸
化炭素濃度を100%から引いた残りであるから，式2
の𝐹$𝑁%は𝑭𝑬𝑶𝟐と𝑭𝑬𝑪𝑶𝟐を用いて式4のように表せ
る． 
 

𝑽𝑶𝟐 = 𝑽𝑬 × *
100 − 𝐹$𝑂% − 𝑭𝑬𝑪𝑶𝟐

𝐹&𝑁%
× 𝑭𝑰𝑶𝟐 − 𝑭𝑬𝑶𝟐- (𝟒) 

 
 式4から，呼気量𝑽𝑬と呼気中酸素濃度𝑭𝑬𝑪𝑶𝟐，呼
気中二酸化炭素濃度𝑭𝑬𝑪𝑶𝟐から酸素摂取量𝑽𝑶𝟐を
求めることができる． 
 
2.3 Weirの式による消費エネルギーの推定 
 人体がエネルギーを生み出す際の化学反応から
消費エネルギーを推定することができる．食物から
取り込んだ栄養素が酸素と反応し，二酸化炭素を産
出する．この化学式を用いて，酸素摂取量と二酸化
炭素摂取量，尿素窒素量が正確に得られれば，エネ
ルギー消費量が1%もしくはそれ以下の誤差で推定
できる． 
このうち，尿素窒素排出量は摂取エネルギーに閉
めるたんぱく質の割合によって決まる．この値は比
較的安定しており，たんぱく質の占める割合を
12.5%と仮定するとWeirの式は式8のようになる． 

 
𝐸𝐸(𝑘𝑐𝑎𝑙) = 3.9 ×酸素摂取量+ 1.1 ×二酸化炭素摂取量(8) 
 
尿中窒素排出量を使用しないWeirの式は，たんぱ

く質の占める割合が20%を大きく超えるような極
端に偏った食事や，激しい運動中に限定したりする
ことをしなければ，誤差の影響は1%未満であり，酸
素摂取量と二酸化炭素産出量のみでも十分に正確
に測定することができるという． 
 
3 製作 
3.1 装置全体の構成 
 装置全体を図1，構成図を図2に示す. 
 

 
図1：装置の全体図 
 

 
図2：装置の全体構成 

 
3.2 マイコン 
 センサー類を接続し，その値から各種計算値を求

める本体となるマイコンには，M5Stack Core2を使用

した．入出力ピンの数が多く，同時多数のセンサー

を接続することができるという理由から選定した．  
 
3.3 呼気の収集 
 今回は，測定の容易さと装置の大きさを考慮して，

ミキシングチャンバー法を用いて呼気を収集する

こととした．また，口径の大きな流量計を用意でき

ないこと，後述する二酸化炭素センサーの測定範囲

の問題などから，最大作業の測定は考慮しないこと

として装置の製作を行った． 
 

 
図3：ミキシングチャンバー 
 
3.4 呼気収集マスク 
 呼気収集マスクには仰木研究室で以前に製作さ

れたマスク(図4)を流用した．これは，樹脂板を組み

合わせて顔に合うような形状を構成し，呼気及び吸

気用の通気口を取り付けた物である．  
 

 
図6：呼気収集マスク  
 
 マスクの内側には，吸気と呼気を分離するために

逆流防止弁を取り付けた(図7)．今回使用した逆流防

止弁は，運動時に使用するマスクに取り付けるため

に安価に市販されている物である．この弁を3Dプリ

ンターで製作したスペーサーでマスク本体の径に

合わせた上でネジで固定している． 
 

 
図7：内側から見た呼気収集マスク   
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3.5 換気量の測定  
 換気量の測定には水流計として市販されている
センサーを用いた．水流計のスペックシートに記載
されているタービンの回転数に対する流量換算値
は水を流した時の値であるため，治具とプログラム
を製作して，呼吸時に逆流防止弁が閉じる時間を考
慮した空気の場合の流量換算値を実測した．図8は
流量換算値の測定の様子である． 
 

 
図8：流量換算値の測定の様子 
 
3.6 呼気酸素濃度の測定 
 補聴器などに用いられる安価な空気亜鉛電池を
利用した酸素センサーである「実習用酸素センサキ
ット A-5S」を利用して呼気酸素濃度の測定を行っ
た(図9右側)． 
 

 
図9：呼気センサー 
 
 A-5Sは出力する電圧値によって酸素濃度を測定
する．この電圧は微弱であるため，オペアンプを用
いた非反転増幅回路で増幅してM5Stack Core2のAD
コンバーターに入力した． 
 M5Stack Core2のADコンバーターには微弱なスパ
イク状のノイズが混入する．これを除去するために
移動中央値フィルターをプログラム上で適用して
出力値を平滑化した． 
 
3.6 呼気二酸化炭素の計測  
 呼気二酸化炭素濃度の測定にはSCD30(図9左側)
を用いた．運動中の呼気二酸化炭素濃度は最大9%
にも達することがあるという．SCD30の測定範囲は
最大1%であるが，今回の装置は最大作業の測定は
行わないことを前提としてこのセンサーを使用し
た． 
 
4 検証 
 計算の章で述べたように，多くの各種計算値は酸
素摂取量𝑽𝑶𝟐を元に算出される．そこで，今回は実
験により運動中の酸素摂取量を測定することによ
って装置の検証を行う． 

 図10は，今回の検証の様子である．パワーメータ
ーを装着したロードバイクをローラー台に取り付
けて検証を行った． 
 ケイデンスを60rpmに固定した上で，パワーで負
荷を指定したワークアウトを実行する．ケイデンス
を60rpmに固定しているので，パワー[W]を60で割っ
た値が負荷[kp]となる． 
 ワークアウト中の酸素摂取量に加えて，ロードバ
イクや身体に取り付けたセンサーによってパワー
[W]，心拍数[bpm]，ケイデンス[rpm]などを測定し，
それらの値と酸素摂取量を比較することで装置の
有用性について検証する． 
 
5 結果 
 
5.1 低強度プロトコルと高強度プロトコルにおけ
るVO2 
 

 
図10：低強度プロトコルと高強度プロトコルにおけるVO2 
 
 図10より低強度と高強度における酸素摂取量の

変化を見ると，高強度において，低強度よりも酸素

摂取量が大きくなっているのが分かる．また，開始

6分時点に40Wから70Wに漸増する低強度と，開始3
分時点に40Wから70Wに漸増する設定パワーによ

る酸素摂取量の増加のタイミングの違いが確認で

きる．低強度，高強度いずれの場合でもその後3分
ごとに30Wずつ漸増していくが，最初の1分程度で

は低強度と高強度で同等の割合で増加を見せるの

に対し，以降の増加の割合は設定パワーが高い高強

度では低強度よりも大きくなっていることが確認

できる．酸素摂取量のピーク位置を見ると，低強度，

高強度いずれの場合においても，酸素摂取量の最大

値位置は15分付近で一致していることが分かる． 
 
5.2 低強度プロトコルにおけるVO2とパワー 
 

 
図11：低強度プロトコルにおけるVO2とパワー 



 図11において，ピーク位置を見ると，酸素摂取量
と心拍数の最大値位置は15分付近で一致している
ことが分かる. 
 
5.3 低強度プロトコルにおけるVO2と心拍数 
 

 
図12：低強度プロトコルにおけるVO2と心拍数 
 
 低強度における酸素摂取量と心拍数の比較(図12)
において，ピーク位置を見ると，酸素摂取量と心拍
数の最大値位置は15分付近で一致していることが
分かる. 
 
5.4 高強度プロトコルにおけるVO2とパワー 
 

 
図13：高強度プロトコルにおけるVO2とパワー 
 
 低強度における酸素摂取量とパワーの比較では，
負荷の漸増，漸減を行った際に，酸素摂取量は増加
時と同様の傾向で減少していく様子が見られた(図
11)．一方で，高強度における酸素摂取量とパワーの
比較(図13)では，負荷を漸増していく15分時点まで
は酸素摂取量と同様の傾向で増加していくが，漸減
を始める15分時点以降はパワーの波形を遅れてな
ぞるように減少していることが分かる． 
 
5.5 高強度プロトコルにおけるVO2と心拍数 
 

 
図14：高強度プロトコルにおけるVO2と心拍数 

 高強度プロトコルにおける酸素摂取量と心拍数
の比較(図14)では，高強度における酸素摂取量とパ
ワーの比較(図13)で酸素摂取量の変化に見られたよ
うな，負荷前漸増時の心拍数の増加に比べて負荷漸
減時の心拍数の減少が緩やかになる傾向が見られ
る． 
 
6 考察 
6.1 酸素負債に関する考察 
 低強度，高強度それぞれの酸素摂取量とパワーの
比較に見られる，酸素摂取量の減少時の傾向の違い
について考察する． 
 高強度にのみ現れている負荷漸減中の酸素摂取
量の増加は，15分時点までの負荷漸増に対応するた
めに発生した酸素借を補うための酸素負債が発生
している状態だと考えられる．今回は酸素負債の発
生を抑えるための実験プロトコルを設定したが，実
際には酸素負債が発生してしまったということで
ある．また，この結果から，今回の実験において酸
素負債が発生する境界となるパワー値は，低強度の
最大設定パワーである140Wから高強度の最大設定
パワーである170Wの間にあるということが考えら
れる． 
 また，増加に比べてゆるやかに減少していく変化
の傾向は，高強度における酸素摂取量と心拍数の比
較においても同様に見られる．これは，酸素が血液
によって搬出されているため，酸素摂取量が心拍数
と同様の変化を示していると考えられる． 
 
6.1 酸素摂取量のピーク位置に関する考察 
 低強度と高強度における酸素摂取量の比較より，
低強度，高強度いずれの場合においても，酸素摂取
量の最大値位置は15分付近で一致している．また，
パワー，心拍数との比較においても全て最大値位置
は一致している．一方で，低強度における8分付近
や高強度における21分付近などに，パワーと心拍数
には現れないピークが出現している．低強度，高強
度それぞれのパワーとの比較から見ると，設定パワ
ーが切り替わるタイミングでこれらのピークが出
現していることが分かる．同様の傾向は，何度か行
った予備実験でも頻繁に見られた． 
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